ＷＷＷ.ＳＨＩＢＡＴＡＳＨＯＴＥＮ.ＣＯ.ＪＰ

【月刊食堂 2018 年 1 月号】目次
《特集》新春恒例ヒット店詣で
坪月商 50 万円超の怪物店

2018 年版

坪月商 100 万円超！ モンスター級ヒット店
坪月商 125 万円 鉄板焼天神ホルモン
坪月商 105 万円 ニューコマツ
坪月商 100 万円 ニクアザブ 恵比寿店

坪月商 70 万円超！ メガトン級ヒット店
坪月商 90 万円 焼肉 一心たん助 上野本店
坪月商 81.8 万円

GRILL＆PUB The NICK STOCK

坪月商 76.9 万円 牛かつ あおな 御徒町本店
坪月商 74 万円 海老フライ専門店 海老昌
坪月商 72 万円 焼肉ここから 新橋店

坪月商 50 万円超！ ウルトラ級ヒット店
坪月商 67.5 万円 丼ぶり屋 幸丼 東京品川店
坪月商 66.6 万円 純米酒専門 YATA KITTE 名古屋店
坪月商 66.3 万円 タイ屋台 999 新宿店
坪月商 64.4 万円 宮﨑酒場 ゑびす
坪月商 62.5 万円 タイ屋台 ラオラオ
坪月商 61.5 万円 ローマ軒 大阪駅前第 3 ビル店
坪月商 61.1 万円 日乃屋カレー 大手町店
坪月商 60.7 万円 肉丼専門店 道頓堀肉劇場
坪月商 59.5 万円 神田たまごけん 東池袋店
坪月商 58 万円 なんばマイクス
坪月商 58 万円 野菜を食べる ごちそうとん汁
坪月商 53.8 万円 肉焼屋 はなれ
坪月商 52.9 万円 熟成神戸牛 プレミアム 听 三条木屋町店
坪月商 52.6 万円 回転寿司 たいせい 府中本店
坪月商 50.8 万円 モツビストロ 天神ホルモン KITTE 博多店
坪月商 50 万円 食堂とだか
坪月商 50 万円 サワースタンドエイト
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坪月商 30 万円超！ ヘビー級ヒット店
坪月商 46.8 万円 串カツ あらた 名古屋錦店
坪月商 42.8 万円 大衆酒場 コグマヤ
坪月商 42.8 万円 立呑み 焼きとん 大黒 蒲田店
坪月商 42.8 万円 焼鳥 ふくなが
坪月商 41.3 万円

CRAFT BEER MARKET 神田店

坪月商 41.1 万円 串焼 満天 先斗町店
坪月商 40 万円 ピンゼ ロカ 三軒茶屋店
坪月商 38.8 万円 立ちのみ いなせや
坪月商 38.7 万円 焼肉鳥 gg じじ
坪月商 36.4 万円 創作お茶漬け専門店 だよね。
坪月商 35.2 万円 ランタン
坪月商 35 万円 大衆ホルモン 肉力屋 下北沢店
坪月商 34.7 万円 ビストロ マチュリスタ
坪月商 34.6 万円 大和町もつ肉店
坪月商 34 万円 神戸地魚食堂 鯛之鯛 三宮店
坪月商 30 万円 さけときどきぶた
坪月商 30 万円 素揚げや 小岩店

【連載】
中堅企業研究 30 店超企業が描く 成長の道筋
業界を活性化する 若手トップインタビュー 今月の顔
必見の大繁盛店
覆面店舗チェック
事業継続と人材救済のための M&A 照井ゼミ
強い店づくりと企業成長の要 エリアマネジャー育成講座（井上恵次）
やまけんの農業 × 外食ビジネス＝!?（山本謙治）
サービス産業のワードパワー （松坂 健）
レストラン食べ歩記 （横川 潤）
食のキラーコンテンツ （島田 始）
大手・中堅 外食企業動向 2018
本のひとつまみ（松坂 健）
インフォメーションコーナー
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